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◇ 総論 

学び合い活動を通して個の「考える力」を育てる授業づくり 

～評価活動の充実を基盤に～ 

 

はじめに  

 「豊かな未来を創造するために必要な力とは何か」、「その力の育成のためにどのような

授業をつくるべきか」、子どもたちと向き合う私たちに絶えず突きつけられている課題であ

る。本校ではその力を「考える力」であるととらえ、「考える力」の育成のために「学び合

い活動」を軸とした授業をつくることが有効であると考えて、「学び合い活動を通して個の

「考える力」を育てる授業づくり」を主題とする実践研究に取り組んできた。  

 昨年度は研究の副題を「『考える力』の変容を捉える」として，教科等ごとに「考える力」

の変容を捉える方策に言及した。本校で従来行われてきた学習指導を活かし意義付けし直

すことで考える力の変容を捉えたり、「ポートフォリオ評価」や「パフォーマンス評価」と

いった評価法の有用性を見出して取り組み始めたりした。  

 本年度は、昨年度取り組んだ「考える力」の変容を捉える研究をさらに深め、考える力

を育てるための学び合い活動を促進するために、評価活動の充実を図っていく。そこで、

本年度の研究主題および副題を、次のように設定した。  

 

 

 

 本論では，本校が育てたい「考える力」とはどのようなものなのか，それらを育成する

学び合い活動を軸とした授業づくりのポイントは何か，学び合い活動を促すための評価活

動のあり方はどのようなものなのかについて，以下に述べる。  

 

1. 本校のめざす子ども像～「考える力」をもった子ども～  

 本校では前述のように，「考える力」をもった子どもを育てることをめざしている。わた

したちが考える「考える力」とは，「的確な課題把握のもと、知識や経験をもとに情報を関

連づけ、分析的・論理的・創造的に探究する力」である。  

 例えば，5 年生の社会科の学習では，次のような子どもの姿が見られた。授業では，子

どもたちが入学前にテレビでよく見ていた“戦隊ヒーローもの”の番組を見た後，口々に

幼い頃に夢中になった思い出や，持っていたおもちゃについて近くに座っている友だちに

話している。やがて，教師からはおもちゃを買ってもらった時期について質問され，番組

の各回のタイトルと“怪人”や武器のリスト，武器やキャラクターのおもちゃ発売の時期

のリストが配られる。そこで子どもたちは，自分たちが夢中になっていた番組の構成と関

連商品の発売時期の関係に気づき，テレビ放送と企業の販売戦略の関係に気づく。そこか

ら，子どもたちはテレビとスポンサー企業の関係について明らかにしたいという課題をも

ち，追究を始めていった。消費者としての自分の立場，番組を作る制作会社とテレビ局の

立場，関連商品を製造・販売する企業の立場を関連づけて理解したり，テレビ局や企業の
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意図を見抜きつつ自分の消費行動をどうするのか情報を受け取る姿勢を考えたりといった

姿を，一連の単元の中で見せていった。  

 こうした学習の中で子どもは、それまでの経験や新しい情報を結びつけて課題を見つけ、

いくつかの立場の関係を明らかにしながら、自分の態度形成へと、学習を進めていった。

この姿は、私たちが想定する高学年の「考える力」といえる。こうした力が基礎となって、

本校の設定する「考える力」＝「的確な課題把握のもと、知識や経験をもとに情報を関連

づけ、分析的・論理的・創造的に探究する力」へと高まっていくのである。子どもたちは、

目の前にある問題に向き合い、「何が」「どのように」問題であるのかを、捉えなければな

らない。そして、その問題を解決するために、知識や経験をもとに情報を関連づけ、解決

の糸口を模索していく。ある活動でうまくいかなくても、互いの活動や考えについて話し

合ったり、自らの活動について友だちの活動と比べてふりかえったりすることで、解決を

目指して何度も試行錯誤していく。このように、問題を細かく捉え（分析的）たり、さま

ざまな情報を筋道立てて組み立て考え（論理的）たり、新たな視点を見いだし豊かに考え

を広げ（創造的）たりと、さまざまな方策で探究していくなかで子どもの内面で働き、育

まれる力が「考える力」なのである。  

 本校では、以下の表のように「考える力」の高まりを想定している。  

表 1-1 各発達段階で想定する「考える力」  

 

2. 本校のめざす授業像～「学び合い活動」を軸とした授業～  

 上述のような「考える力」を育むには、「学び合い活動」が重要な役割を果たす。「考え

る力」の各発達段階の姿に見られるような、互いの考えについて共感したり、比較したり、

もとにして創造したりする姿に子どもが近づけるようにするためには、教師－子ども間、

子ども－子ども間で共有された目標に向けて互いの考えを評価し合いながら互いの資質・

能力を高めるような活動が必要である。その活動が「学び合い活動」である。  

 本校では、「考える力」向上につながる学び合い活動をどのように設定しようとしている

のか，各教科等での取り組みから以下のような 5 つのポイントに集約した。  

表 1-2 「考える力」の向上につながる学び合い活動の設定のポイント  

低学年  中学年  高学年  

・体験を通して、自らの感覚を

伴い、的確に課題を把握する

力  

・さまざまな考え方に出合い、

共感していくことができる力  

・経験を踏まえ、的確に課題を

把握する力  

・事実や経験、友だちの考えと

比較することを通して、分析

する力  

・情報を順序立て整理する力  

・さまざまな事象を関連づけ、

的確に課題を把握する力  

・多面的に関連づけ、見通す力  

・さまざまな考え方から、より

よいものを見いだし、新たな

価値観を形成していく力  

①  

学習を進めるにあた
って教師と子どもた
ちの学習目標・評価
の観点の共通理解  

 子どもたちは、ある事象に出合ったとき、各々さまざまな角度から事象
を捉える。それらは、絡み合っている視点ではあるが、それぞれがバラバ
ラの視点をもっていては学び合い活動は成立しない。子どもたちが学習活
動を通して、中心となる視点を共有できるようにすることが大切である。
このような場の設定により、目標に迫る視点が常に学び合い活動の視点と
なり新たな「考える力」が働くきっかけとなる。  

②  

生活経験を想起した
り、体験的活動を取
り入れたりすること
による体験の積み重
ねの保障  

 自らの経験をふりかえり、授業中における意図的な体験的活動につなげ
ることで、子どもたちは、より実感を持った思考へとつなげていくことが
できる。このような体験の場を継続的・系統的に保証することが「考える
力」の向上につながると考える。  
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 これらのような点を考慮して展開する授業は，互いの活動への評価，自らの活動への評

価を学習活動として位置づけることにより，さらに改善される。  

 

3. 評価活動の充実による授業改善  

 (1) 「考える力」と学び合い活動と評価活動の関係性  

 本校が考える「評価活動の充実」は，子どもが自らの，あるいは互いの活動について，

一定の規準をもって，あるいは規準をつくりながら，課題解決に向けてどのような状況に

あり，何が優れていて何がさらに必要なのかを捉えることを意味している。従前の授業で

は、子どもが学習活動を行い教師がその姿を評価するといった、「教師＝評価者、子ども＝

学習者」としての構図が一般的であった。この構図における評価は，子どもにとっては受

動的な側面が強く，教師が自分の学習状況をどう捉えているのかを知ることに意識が偏り

がちである。わたしたちは，子どもの一連の活動に対して教師から子どもへ一方通行で評

価するのではなく，子どもたち自身が，自らの資質・能力を高め合おうとしている。そこ

で，子ども自身が互いを評価し自分を評価する活動を「評価活動」として，授業づくりに

取り入れていく。  

本校が育成しようとしている「考える力」は、課題解決の過程の中で発揮されるもので

あるため，子どもは課題解決に向けた自らの状況について捉えることが求められる。その

際、教師による評価・支援の言葉がけや子ども自身による活動と成長のふりかえりだけで

なく、共に学ぶ友だち同士が互いに評価し合うことが有効である。また、そうした活動で

現われる姿は、共有された目標に向けて達している点、足りない点を見つけ、どうすれば

目標に達することができるのかを伝える姿であり、まさしく課題解決に向けた「考える力」

が発揮された姿である。  

したがって、子どもたちが自分たちの学びについて一定の規準をもって、あるいは規準

をつくりながら評価活動に取り組むことは、本校が育てようとしている「考える力」の育

成に有効であると考えられる。つまり、子どもの学習活動の一部として評価活動に取り組

むことが、「考える力」の育成に向けた学び合い活動の促進につながるのである。これが，

本校が取り組む授業改善のアプローチである。  

上記のような「考える力」の育成，学び合い活動，評価活動の充実の関係を表したもの

が図 1-1 である。  

 

③  
意見交流による思考
比較の場の設定  

 子どもたちは、さまざまな考えに出合うことを通して、考え方を広げて
いく。お互いの考えを比較することで、自らの考え方を再構成し、新たな
考えを紡ぎだしていくことができる。友だちとの共通点や相違点を見出し、
新たな視点を持って学習活動に取り組んでいくことができる。1 つの考え、
捉え方にのみとらわれるのではなく、さまざまな角度から、対象を捉え合
うことができるのである。  

④  
学び合い活動をする
にあたっての「グル
ープ編成」の在り方  

 教科の特性・発達の段階に応じて２人、３人、４人など最適な人数で編
成する。学習内容や子どもの実態に合わせて観点別評価･個に対する評価の
優先順位を考慮し、グループを編成することでグループ内の個の多様さが
お互いの見方、考え方を刺激したり補ったりし、おたがいの「差」や「違
い」が「よさ」として生かされ、互いに考えを深めあっていくと考える。   

⑤  
アセスメントシート
の活用  

 「考える力」は、１時間や１単元のみで育まれるものではない。学習の
積み重ねにより、育まれるものである。子どもたちの思考は、新たな考え
方に出合うことで変化していく。しかし、新たな事象に出合った時につな
がる力にまで変容するには、思考の変化を積み重ねることが必要不可欠で
ある。このような思考の変化の積み重ねが、子どもたちの「考える力」の
向上につながると考える。  
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図 1-1 「考える力」の育成に向けた学び合い活動と評価活動の充実  

評価活動の充実によって学び合い活動が活性化され，活性化された学び合い活動を通し

て「考える力」を高めようとしていることを表している。「考える力」は 1 つの活動だけ

で目に見えて高まるものではなく，図に表されたサイクルを繰り返すことにより，長期的

に「考える力」を高めることとなる。したがって，教師は，子ども同士の評価活動によっ

てどのように「考える力」が変容したのかを評価することになる。  

 

(2) 評価活動の充実を基盤とした学び合い活動の姿の想定  

こうした評価活動の充実を基盤とした学び合い活動の姿（主に単元の終盤での姿）につ

いて想定する姿の変化をとらえやすいように，便宜的に低・中・高学年の各段階で整理し

たものが図 1-2 である。「ふりかえる内容」の欄は，どの段階においても活動内での情意面，

認知面，自己成長をふりかえるが，その比重の推移を表している。  

 低学年 中学年 高学年  

学び合う姿  
自分の思い・考え

を伝え合う  

自分と友だちの思

い・考えを比べる  

互いの考えを深め

合う 

ふりかえる内容  

 

 

 

 

 

 

ふりかえる単位  1 活動～1 授業 1 時間～1 単元 
1 単 元 ～ 複 数 単

元・年間  

図 1－2 各発達段階で想定する評価活動の充実を基盤とした学び合いの姿  

 低学年においては，その 1 時間 1 時間の活動について，めあてをしっかりともつことが

大切である。例えば，生活科の授業で考えると，教師が子どもの行う活動を画一的に設定

するのではなく，子ども自身がその 1 時間でどんな活動をしたいのかを考えた上でその活

動に取り組むのである。自分で決めた活動のめあてが自分の活動をふりかえる視点となる

のである。また，互いの活動を交流するときに，めあてが達成できずに困ったことについ

て友だちからのアドバイスをもらったり，めあてが達成できた子について賞賛したりする

ことで，次の活動に活かされるのである。活動への満足度の交流から，互いの活動に対す

るアドバイスという評価活動は，よりよい活動への試行錯誤によって思考を深める生活科

の学びを促している。  

 中学年においては，1 時間 1 時間の活動やさらに単元全体を通した目標を理解すること

 

考
え
る
力 

考
え
る
力 

学び合い活動  

評価活動の充実  

自己成長  

認知面  

情意面  
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が大切である。また，互いの活動を比べることによって，よさや改善すべきことを伝える

ことが必要である。例えば，理科の授業では，1 つの実験が終わるごとに自分の予想がど

れだけ通用したのか、自分の予想に足りなかったことはどんなことなのかをふりかえって

いる。この活動は、自然事象に対する認知的側面についてのふりかえりである。そして、

グループ単位で実験に取り組むようにすることが、友だち同士で前述のようなふりかえり

を行うことを誘発している。つまり，予想－実験－考察の過程をグループ内で評価し合う

ことは，科学的な思考を深めることにつながっている。  

 高学年においては，互いの活動を比べるだけでなく，共有された規準と照らし合わせな

がら，よりよい活動に向かうためのあたたかい評価活動とすることが大切である。例えば，

社会科の学習では、子どもが表現した考えについて、根拠となる資料が示されているか、

その資料の読み取りが正しいか、資料の読み取りから考えを構築する際に飛躍はないか、

社会事象を複数の要素を組み合わせながら構造的にとらえられているかといった考えの構

築の仕方自体についての評価活動が設定できる。よりよい考えの構築の仕方や表現を共有

し、子どもが相互に評価したり自ら評価したりする場面を設定することを想定している。  

さらに，互いの活動を評価する視点は，すなわち自らの活動を評価する視点であり，互

いを評価し合った結果は，自らの活動をさらに高めることにつながっている。例えば，音

楽科では、単元の特性や適時性によって「パフォーマンス評価」の評価法を視野に入れな

がら授業を構成し，自らの音楽表現を高められるようにしている。パフォーマンス課題の

設定にあたっては、子どもが新たな音楽と出合っていく中で感じたことを交流することで

子どもたちの問題意識にそった活動となるように留意している。また、子どもたち自身が

活用の場面を具体的に想定しながら活動できる課題にすることに留意して場の設定を行っ

ている。そのように設定したパフォーマンス課題に取り組む中で、活動に即して目指すべ

き姿のルーブリックを子どもたちと共に作成し、自らの姿をその都度ふりかえることがで

きるようにして、自らの姿を適宜ルーブリックに照らし合わせて学習を進めることで、よ

り音楽的感受力を豊かに発揮し、新たな音楽表現を見つけられるようにしている。  

これらのように、子どもによる評価活動を充実させることで、学び合い活動を推進し、

「考える力」をより高められるのである。  
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